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まえがき

地球環境問題から廃棄物処理の在り方が厳しく問われる

状況にある。処理プラントのプロセスおよびそれらを構成

する機器の性能についても，より革新が望まれている。単

に廃棄物の処理という局面からのみ考えることでは解決で

きない事柄が山積している。近年，ダイオキシンの有害性

が特に問題になっている。これはダイオキシンがホルモン

攪乱（かくらん）物質の一つであり，生命維持を危うくす

ることが判明したからである。また，地球温暖化対策とし

て，CO2 の世界的な排出規制への取組みがある。今回は，

それらの発生を抑制するプロセスおよび機器技術について

述べる。

富士電機では1982年ごろから，廃棄物処理技術のなかで，

特に高分子系廃棄物（プラスチックごみ）の処理が問題で

あることを指摘し，いろいろな開発を推進してきた。

本稿で取り上げる「ホットバインド」システムについて

は，1986年 8 月に 1号機を建設して以来の効果について報

告する。また，乾留式減容化装置については，開発の進捗

（しんちょく）状況と将来展望を述べる。

ホットバインドシステム

２.１ 設置目的，原理および処理フロー

ホットバインドシステムについては，『富士時報』第68

巻第 3号（1995）にて詳細を報告のとおり，廃プラスチッ

クごみをさいころ状に圧縮し，その表面を加熱溶融して冷

却し，廃プラスチックごみの減容固化物を得るものである。

システムの概要を図１に，ホットバインド装置を図２に示

す。

処理物は，受入ホッパ，投入コンベヤ，定量供給装置，

油圧式三方向圧縮機を経て，ホットバインド装置部に送ら

れ，容積比で約1/15に減容固化され排出される。

減容比は，油圧式三方向圧縮機の特性で決まる。処理工

程を通じて，処理物の容積は次のように変化する。

処理物は圧縮工程で約1/20（かさ比重 0.05～0.97）にな

る。次のホットバインド装置に乗り継ぐ工程で一度膨張す

るが，ホットバインド装置の横押部で再び約1/20になる。

この状態で，誘導加熱装置を搭載した加熱部に送られる。

圧縮され，強力なばね作用を生じているブロックの周囲を

溶融する。溶融された処理物の一部が，ブロックの内面方

向に浸透していく。この状態で次の冷却部に送られ，ブ

ロックの周囲が固化される。

装置から送り出された後，ブロックは膨張し容積比約

1/15 になる。
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トンネル内でブロックをより長時間滞留させることによ

り，固化ブロックを装置から送り出した後の膨張を抑える

ことができる。装置内での圧力バランスを考慮して，1サ

イクル 180 秒で18ブロック（54分）滞留させることを標準

としている。

設置効果として，当初は埋立ての前処理および搬送コス

トの低減を主な目的として建設されてきた。しかし近年，

廃棄物処理技術において，問題視されているダイオキシン

対策から，高分子系廃棄物の処理の在り方について論議さ

れている。

富士電機では，当初から目的の一つとして，高分子系廃

棄物の「備蓄」を考えてきた。すなわち近い将来，油化技

術などが経済的に見合う時代まで，地中に保管することで

ある。

地球規模の CO2 削減策からも，「備蓄」の意味合いを強

力に訴える時期にきていると考える。

２.２ プラントの稼動状況

現在までに建設したプラントの内訳は，表１のとおりで

ある。このなかで，1989年 3 月に竣工（しゅんこう）した

静岡県磐田市向け埋立地前処理施設としてのホットバイン

ド装置について，約 9年間の稼動状況をデータを基に説明

する。

施設の位置づけ

本施設は，分別収集された燃焼不適合物（不燃物）とし

ての高分子系廃棄物の埋立て前処理施設として，図３に示

すとおり管理形埋立地に隣接している。

収集地域から搬入された処理物は，処理棟でブロック化

され，構内搬送のうえ埋立て処理されている。

処理物量の推移

施設稼動以来の処理物量は，年平均1,150 t，1989年から

の 9年間で総量 10,350 t である。

埋立て開始から現在（1998年 2 月）までの埋立て状態を

図４の埋立地断面図に示す。

埋立て処理上の比較検討

一般的な埋立て処理の場合，かさ比重 0.05 ～ 0.07（t/m3）

の状態で約 1m厚に埋め立て，同厚さの盛土で覆い，土

圧で圧縮しかさ比重を高めている。ホットバインド処理し

埋め立てる場合は，1/15に減容し埋め立てるため，盛土の

必要がない。

ブロックの表面がプラスチックの溶融層で覆われてお

り，からす，野犬の害がなく，また，盛土を必要とせず，

衛生的で経済的な埋立て管理を可能にしている。

ホットバインド処理による，埋立て効果の評価は難しい

が，現時点での余剰年数は約30年が見込まれ，一般的な埋

立てに比較して，約 2.5 倍の延命を可能としている。

２.３ ホットバインド処理ブロックの将来的価値

磐田市の埋立地は，高分子系資源物の塊である。

時代が変わり，石油資源の枯渇時代が到来する時代には

貴重な資源といえる。

高分子系廃棄物の密度を高めてかつ空げきをより少なく

した状態で埋立て処理されているため，きわめて高密度な

格納といえる。

２.４ ホットバインド装置の用途拡大

高分子系廃棄物の埋立て前処理のほかに減容化比1/15の

メリットを生かし，その用途は多方面に考えられる。ブ

ロック化する場合，高分子系物質が質量比で30％程度あれ

ば固化の性能は維持できる。

輸送コストの低減や貯蔵スペースの合理化，ハンドリン

グの容易さなどの特色から，次のような用途にも適する。

一般廃棄物のなかで，かさ比重の低い不燃物類の一時

貯留および長距離輸送（中継基地の合理化）

産業廃棄物分野

高分子系廃材の一時貯留および搬送コスト改善を目

的とした，固化ブロック化
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図３　施設の全景（1989年 3月竣工時）
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図４　埋立地断面図

表１　納入実績 
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企業内での ISO14000 対応のために，管理された同

一材質の部材（高分子系）流通の安定化を目的とした

低寸法ブロック化

放射線低汚染廃棄物（高分子系および布類）の貯

留・輸送および最終処理施設の合理化を図るために，

発生場所での一次処理への応用

工事分野における廃棄物管理の合理化（電線類の廃

棄物）など

このように限られた目的に使用する場合は，システム構

成機器を省略し，三方向圧縮機とホットバインド装置だけ

でシステムを構成できる。

乾留式減容装置

３.１ 装置の使用目的

本装置は，一般廃棄物の資源化を図るために建設されて

いる，粗大ごみ処理施設およびリサイクルプラザ施設に組

み込むことを主な目的とするものである。

これらの施設は，粗大ごみや燃焼不適合物を処理し資源

化を図る手段の一つとして数多く建設されているが，資源

化不可能物としての土砂・がれきおよび高分子を主体とし

た可燃類が排出される。従来これらは，埋立て処理（土

砂・がれき）および焼却処理（可燃物類）を行ってきた。

しかしながら，埋立地の枯渇および建設難などから埋立

て処理そのものを見直す時代となってきた。また，焼却処

理により発生する焼却灰・飛灰の直接埋立て処理も，ダイ

オキシン対応などから問題視されている。

そこで図５に示すとおり，粗大ごみ処理施設およびリサ

イクルプラザからの排出物を誘導加熱方式の乾留装置で乾

留，ガス化処理し無害化するものである。

３.２ 装置の構造および原理

図６はプロトタイプの実験装置である。誘導加熱装置

内に装着される鋼製の発熱容器と，容器内には外部から

連続的にかくはん作用を加えられる機構を付加している。

また，発熱容器から乾留時に発生する分解ガスを排出す

る排気管を取り付けている。

誘導加熱装置は，電源・制御装置と誘導加熱コイルを

備えている。電源は商用周波数および高周波を選択でき

るが，本実験では高周波電源を採用した。

乾留実験の処理対象物は，図７に示すリサイクルプラ

ザからの排出物を選定した。組成は土砂・がれきおよび

高分子系を主体とする可燃物である。

処理対象物を加熱容器内に格納し，容器全体を誘導加

熱装置内につり込み加熱した。加熱前に別途用意した，

窒素置換装置から N2 ガスを加熱容器内にパージし，加

熱容器内を酸欠（酸素濃度 1％以下）状態にした。乾留

作用を安定させるための処置である。

かくはん機構を作動させながら，誘導加熱により乾留

処理を実施した。乾留温度は 725K を中心値とした。乾

留ガスは別途設けた排ガス処理装置で高温熱分解を行っ

た。
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図８　乾留処理後
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乾留処理後の状況を図８に示す。土砂・がれきは付着

物が炭化し脱落した状態で，高分子系物を主とする可燃

物は完全に炭化している。

乾留処理後の減容積率および質量の減少率は体積比で

約 1/20，質量比で 1/5 の値を示している。土砂・がれ

き分については，質量の減少を期待できないために質量

比の点で 1/5 程度にとどまっている。

３.３ 誘導加熱方式の優位性

制御，取扱いが容易である。

加熱効率が良い。

ごみ発電および深夜電力の活用に適応できる。

設備がシンプルである。

加熱機構に消耗部がない。

リサイクルプラザ機器同様，操作に特別な資格を必要

としない。

乾留処理から溶融処理に移行する場合，炭化物を直接

発熱体とすることができる。

３.４ 本装置の効果

粗大ごみおよびリサイクルプラザをクローズド化でき

る。

資源化度をより向上できる。

エネルギーの有効利用が可能である。

施設運用上の省力化が可能である。

溶融装置との整合性の向上が可能である。

他の処理装置への応用が可能である。

３.５ 今後の展開

３.５.１ 実証機の設計製作と実証試験

プロトタイプの実験機による基本的性能確認をもとに，

実証試験機による確認を行っている。実証機の概要を図９

に示す。

３.５.２ 実証機の機能説明

実証機は処理物を圧縮する前処理部と，誘導加熱装置を

備えた乾留装置部から構成されている。

処理物は圧縮部で，可燃物の場合，約1/20に減容化され

乾留部に供給される。このことにより，乾留部を小形化で

きる。圧縮機構はスクリュー方式であり，乾留部を外気か

ら遮断する機能も兼ねている。

乾留部は誘導コイルの内側に，ロータリキルン方式と

なっている。処理物は，ロータリキルン内をかくはんされ

ながら進行する。

ロータリキルン部は，被乾留物の状況に合わせ，内部温

度の制御を容易に行う目的として複数個の誘導加熱コイル

により加熱される。

乾留処理により発生した分解ガスは，ロータリキルン前

方から排出する。また乾留物（炭化物）は，ロータリキル

ン前方下部のロータリバルブ部から排出される。

排出された分解ガスは，別途高温熱分解などにより処理

しサーマルリサイクルを図っている。

３.６ 乾留装置とダイオキシン対応

ダイオキシンの含まれた焼却灰や飛灰の処理方法の一つ

として，乾留方式があることは広く知られている。焼却飛

灰を酸欠（酸素 1％以下の雰囲気）下で加熱して，ダイオ

キシンの脱塩素を図る装置を海外から技術導入している例

もある。また，従来の焼却方式に変わり，乾留ガス化燃焼

炉方式の例もある。これらは，ダイオキシン対策を主眼と

するものと考えられる。

乾留装置の使用目的の一つとして，リサイクルプラザの

残渣（ざんさ）を処理し資源化する以外にも，焼却灰，飛

灰などのダイオキシンの発生が予測される場合に応用する

と，顕著な効果を期待できる。

３.６.１ 焼却灰・飛灰の処理および小規模焼却炉の代替

焼却灰および飛灰の処理としては，溶融方式が広く知ら

れているが，溶融処理しなくても，埋立て処理が許される

場合には乾留処理が注目される。ダイオキシン除去（脱塩

素処理による無害化）を行い，かつ熱しゃく減量を改善し

た後に埋め立てる。この方法は溶融装置まで設置できない

場合や，施設規模が比較的小さい（30 t/d 以下）焼却物処

理を課題としている場合などに有効である。ダイオキシン

対応から，小規模焼却炉の建設ができない場合で，かつ広

域行政も地域の諸条件から不可能な場合に焼却炉に代わる
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投入口 予備加熱 誘導コイル キルン 分解ガス取出口 

炭化物取出口 

図９　実証試験機
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施設として最適である。

３.６.２ 医療機関関係の感染性廃棄物の処理

特別管理産業廃棄物の処理については，医療機関内での

感染性廃棄物処理方法として焼却・溶融・高圧蒸気減菌・

乾熱滅菌・煮沸（15分以上）・消毒処理が実施されている。

このなかで，焼却処理がダイオキシン対応から（小規模

バッチ運転などの場合）検討の対象となっている例もある。

このようなケースにおいては，焼却処理を上回る減容比を

確保できる。また，725K 以上で乾留処理することにより

焼却並みの効果も期待できる。焼却処理に比較してダイオ

キシンの発生の恐れがないので，病院の構内および建家内

設置も容易である。

あとがき

ダイオキシン，CO2 対策から，焼却しない高分子系廃棄

物の処理方法として注目されているホットバインドシステ

ムについて，長期間にわたる評価の結果を述べた。

富士電機は，今後これらの経験を基に，減容化の効果を

生かし，一般廃棄物以外の用途拡大をも図り，またその過

程で機能面での多様化，およびシステムの標準化に努力し

ている。

また，乾留装置に関しては開発段階であるが，ダイオキ

シン対策が不可欠となってきたごみ処理分野に，新しいシ

ステムとして定着させることで，環境問題への貢献ができ

ると考えている。

廃棄物処理の概念を根底から考え直す時期にあり，21世

紀はごみゼロ社会の構築が課題といわれている。

これらにこたえるために，リサイクル面を重視した機器

開発を推進していく所存である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2722782
根本　成幸
上田　秀寿鋼板の搬送制御装置

2722786 立野　政義混圧抽気タービン

2722793
岩井　弘美
柴田　和郎
原田　信康

開閉機器の動作診断装置

2722794
大森　次治
川崎　道夫
林　　静男

低融点金属対策を施したるつぼ形誘
導炉

2722839 嘉住　周一
小池　輝男自動販売機の氷売切制御装置

2725431 山懸　　導カード併用紙幣識別装置

2725432 石田　紘一定電流電源の制御回路

2725440
橘　　幸正
前田政一郎
岩波　正夫

液体容器の接続切替装置

2725453
高橋　良和
古閑　丈晴
柿木　秀昭

ゲートターンオフサイリスタの製造
方法

2725455 小池　輝男コーヒー抽出装置

2725713 高橋　洋一信号伝送方法

2726126 斉藤　　豊
井出　正人定周期タスク管理方法

2727717 井城　元栄プログラマブルコントローラシステ
ム

2727738 登坂　浩明
小塙明比古配線用遮断器

2727741 宇野　嘉夫
斎藤　喜一自動販売機の商品搬出扉装置

2727756 杉野　一彦自動販売機の制御装置

2728467 古川　千城吸込側自吸室形の立軸ポンプ

2728569 片野　智紀分布型触覚センサ



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




